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COVID-19 と人権フォーラム 

不可視の人権侵害を可視化する 

Collaboration for Visualising the Invisible Decay of Human Rights 

 (COVID-HR Project) 

ユニット１：可視化されていない人権侵害の可視化 

フォーラム開催特別号 No.２ 

1. 第 2 回フォーラムの企画主旨について  

   コーディネーター 根岸陽太 

2. 第 2 回フォーラム実施報告 

      ……事務局 土屋仁美 

(1) 当日テーマとプログラム 

(2) 専門家からの個別報告／総括 

(3) ディスカッション 

3. 次回フォーラムの企画について 

……コーディネーター 

江島晶子、坂元茂樹、山元一、斎藤民徒  

4. 事務局からのお知らせ 

 

1. 第 2 回フォーラムの企画主旨について 

      コーディネーター 根岸陽太

 われわれが目の前の事象を人権侵害であると認

識するとき、それは特定の人権に関わる概念（レン

ズ）を通して可視化される。しかし、どれだけ精緻

な概念を生み出そうとも、それらは世界の一断面を

映し出すにすぎず、そこからこぼれ落ちる不可視の

事象も存在することを忘れてはならない。 

 COVID-19 が明るみに出したのは、まさにこれま

で通用してきた概念では十分に可視化されてこな

かった諸問題である。たしかに従来から指摘されて

きた事象も少なくないが、パンデミックにおける人

権問題が以前とは異なる側面を露呈させているこ

とも疑いようがない。 

 われわれは自身が装着してきたレンズがパンデ 

ミックの世界を可視化しうるものであるか、

視界から取り残されている事象はないかを反

省的に問い直す段階に来たといえよう。その

ような問い直しに着手するには、これまで通

用してきた概念を可能なかぎりカッコに入

れ、目の前に広がる事象それ自体を受け止め

ねばなるまい。 

 そこで本ユニットでは、パンデミックのな

かで犠牲となっている人々に寄り添う専門家

からの報告をもとに、いまだ可視化されてい

ないありのままの人権問題に立ち返ることを

目的とする。人々の主観的な生活を経由する

道筋は、客観性を目指す社会科学にとって敬

遠すべき方途にも思われるかもしれない。し

かし、時代の要請に応じて社会科学的な感性

を備えた人権概念へと鍛え直すことは、真の

意味で実証的な人権研究へとつながるはずで

ある。 
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2. 第 2回フォーラム実施報告 

             事務局 土屋仁美 

(1) 当日テーマとプログラム 

2021年3月26日(金)に、「COVID-19と人権」フ

ォーラム運営委員会のユニット１による第 2 回フ

ォーラム（通算第 7 回）「可視化されていない人権

侵害の可視化」がZoom会議形式で開催されました。 

根岸陽太会員から企画趣旨について説明があっ

た後に、個別報告として、パンデミックのなかで犠

牲となっている人々が直面している問題が報告さ

れ、谷口洋幸会員によって総括が行われました。 

フォーラムの後半は、報告者とフォーラム参加者

による Zoom のブレイクアウトルーム機能を用い

た少人数の意見交換を経て、メインルームセッショ

ンでは、報告者への質疑応答、全体での意見交換が

行われました。 

 

日時：2021年3月26日（金）18:00-20:10 

対象：国際人権法学会会員 

形式：Zoom 会議 

プログラム： 

 1 企画趣旨・進行説明：根岸陽太会員 

2 個別報告 

3 ブレイクアウトルームセッション 

4 メインルームセッション 

 

(2) 専門家からの個別報告 

① 駒井知会弁護士「非正規滞在外国人」 

 今年 2－3 月にかけて、東京出入国在留管理局に

おいて、被収容者 58 名が新型コロナウィルスに感

染するとの状況が出来した。日本の入管収容は、昨

年、国際人権法違反であるとの認定意見を国連恣意

的拘禁作業部会が公表されたにもかかわらず、日本

政府は、今年２月に、国連が違法とした無期限収容・

無司法審査収容・原則収容主義を全て維持したまま、

非正規滞在の外国人への管理と締付けを更に強度

なものにせんと企図する「監理措置」を含む入管法

改定案を閣議決定して国会に提出しており、国内外

からの激しい批判に晒されながら、本稿執筆時現在、

衆議院にて審議中である。 

 

② 指宿昭一弁護士「外国人労働者受入」 

 コロナ禍では、失職者を支援する年越し「相談村」

にたどり着いた外国人技能実習生や、家事支援事業

の契約を打ち切られた外国人などが象徴するよう

に、外国人労働者の問題が噴出している。外国人労

働者の問題は、従来の制度が抱えてきた欠陥から生

じてきたという意味で真新しいものではない。しか

し、友人関係やコミュニティーの支援から外国人労

働者を孤立させるコロナ禍では、より鮮明に可視化

されている。 

 

③ 井桁大介弁護士「性風俗産業」 

 コロナ禍による経済被害を救済するため、政府は

持続化給付金などの給付金制度を創設した。性風俗

産業は、事業者の中で唯一これらの給付対象から外

された。これはスティグマに基づく差別の再生産で

ある。関西地方のデリヘル事業者は、不合理な差別

規定は違憲無効であるとして、国を相手として給付

等を求めて提訴した。 

 

④ 池原毅和弁護士 「高齢者などケアが必要な人々」 

 社会的隔離と排除を受けてきた障害のある人と

高齢者は、COVID-19の感染予防を理由に今まで以

上に外部交通を遮断され、隔離と排除によって孤立

化させられている。感染確率に対してその回避のた

めに犠牲にされる人権の制約は過剰であるが、社会

不安のために過剰な社会的隔離と排除、外部交通制

限と孤立化の問題は等閑視されている。 
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⑤ 平尾潔弁護士「児童の教育」 

 COVID-19 パンデミックの影響、特に 2020 年に

おける長期の休校や在宅ワークの推奨により、子ど

もや家庭でのストレスの増加、貧困の悪化を招いて

いるにもかかわらず、子どもが外部に相談すること

が困難になった。このため、SOSが出しにくくなっ

ており、意見表明権が十分に保障されていない。児

童虐待、自殺も増加しており、休校に伴う在宅での

学習は子どもの学習機会の格差拡大も招いた。 

 

⑥ 志田陽子「文化・芸術・スポーツ／科学」 

 表現・文化芸術、学術、スポーツなどの分野は、

COVID-19 以前から複雑な問題を抱えており、それ

がCOVID-19によって加速している。対COVID-19

施策が「表現の自由」への制限を伴う部分について

は、制限の必要性について精緻な検証が常に必要で

ある。また、文化芸術インフラの必要性が改めて認

識されている。そのさい、真に必要な文化政策を見

極める議論、人権状況を悪化させる排除型を乗り越

え、包摂・共存型の理念を共有すべきことについて、

問題提起を行った。 

 

⑦ 報告総括 

         コーディネーター 谷口洋幸 

 今回お話を伺った 6つのテーマから、COVID-19

が、これまで存在していたにもかかわらず、みえに

くかった問題や解決が先送りされていた事柄をあ

ぶりだす契機となっていることが明らかとなった。

同時に、それぞれのお話の中から、国際人権法もそ

の例外ではないことに気づかされた。具体的課題の

ほとんどの内容については、特に社会権関連のもの

も含めて、すでに豊富な国際人権文書（条約や議定

書、条約機関の一般的意見・勧告、宣言など）の蓄

積がある。にもかかわらず、それらが日本社会で十

分に活かしきれていなかったことが、いま問題を深

刻化させている一因となっているのだ。COVID-19

は国際人権法に携わる一人ひとりにその自覚を促

しているのかもしれない。 

 

 (4) ディスカッション 

 メインルームセッションでは、下記の論点につい

て、報告者への質疑応答、全体での意見交換が行わ

れました。 

① 持続化給付金を支給しない理由である「国民の

理解が得られない」の意味の曖昧さ 

・ 「国民の理解」自体が曖昧であり、職業を理由 

に支給されないとすれば重大な問題である。 

② 公的な支援における自由の確保の重要性 

・ 支援によって自由が狭められることのないよ

うに、両者の関係を再考する必要がある。 

③ 意見表明に対する抑制圧力の存在 

・ 弱い立場の人々が安心して意見表明ができる

仕組の構築と支援が必要である。 

④ 文化芸術と人の生存との関係 

・ 文化芸術は人の生存と直結しており、この観点

から文化芸術における支援の優先順位を考え

る必要がある。 

 

3. 次回フォーラムの企画について 

コーディネーター  

斎藤民徒（幹事）、江島晶子、坂元茂樹、山元一  

昨今のパンデミック下における人権問題の数々

は、現代の日本社会が擁する政府統治の質を問い返

してやまない。今回は、この課題に、日本社会にお

ける「法治」／「法の支配」の過少という切り口か

ら迫りたい。 

まず、昨今の日本社会における「法治」の過少は、

「自粛警察」やＳＮＳ上の誹謗中傷に代表されるよ

うな、私的領域における「人治」あるいは「私治」

の過剰を招いているように見える。そこでは、この
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社会を根深く蝕んできた差別問題をはじめ、日本社

会の病理があらためて露出しているのみならず、そ

れに対して、国際社会の趨勢となりつつある一般的

差別禁止法や国内人権機関を設けることなく、啓発

中心のソフトなやり方で済ませようとする「日本流」

の対処の問題性も照射されざるをえない。 

また、「法治」の過少に冒されているのは、直接

の行政に限られない。それは、立法の過少にも司法

の過少にも具体的に現れ、ひいては日本における権

力分立の過少（もしかするとその不在）にも再考を

迫る。立法では、COVID-19の政令指定による場当

たり的対処に始まり、先般のおざなりとさえ言える

行政罰追加に至る立法プロセスが実例である。司法

では、日本社会における人権侵害をめぐって、とき

に司法の独立さえ疑われるなか、日常的に裁判上の

救済が不足してきたことは本学会会員に周知の事

柄だろう。さらに言えば、日本におけるコロナ禍の

幕開けは、唐突な司法機能の停止を伴っていたので

ある。 

以上の問題意識のもと、本ユニットのフォーラム

企画は二部構成とする。第１部は、パンデミック下

の日本社会の「法治」／「法の支配」の現状をめぐ

って、様々な具体的現場の人権状況が明るみに出さ

れた前回フォーラムの問題意識を引き継ぐ「実務か

らの問題提起」となる。これに対し、続く第２部で、

日本社会における国家裁量や立憲主義を鋭く考究

する「研究者からの問題提起」を交錯させ、検討を

深めたい。なお、第１部と第２部の間には、若手の

研究紹介等、中間セッションの新しい試みも予定し

ている。 

 

4. 事務局からのお知らせ 

「COVID-19と人権」フォーラムの特設ウェブ

サイトが開設されました。次回のフォーラムのご

案内や過去のフォーラムの情報、ニューズレター

等を掲載しております。特設ウェブサイトは、本

学会ホームページのトップページ、COVID-19と

人権情報集約ページと相互にリンクしておりま

す。 

 

「COVID-19と人権」フォーラム 

不可視の人権侵害を可視化する 

Collaboration for Visualising the Invisible Decay of Human Rights

（COVID-HR Project） 

URL：https://sites.google.com/view/covidhrproject 

コンテンツ： 

 ・ このフォーラムについて 

 ・ 次回の開催について 

 ・ フォーラムニューズレター・バックナンバー 

 ・ 運営委員について 

   運営委員の紹介とＣovid-19関係のReference 

 

 フォーラム運営委員会としては、今後、当学会

ならではのテーマやアプローチを模索しながら、

フォーラムを継続的に開催していきます。とりあ

げるべきトピック等についてもご意見がございま

したら、ぜひ事務局までお寄せください。 
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